
 

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

平成 16 年第 13 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 1  3 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年６月３日(木) 17:01～17:17 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 細田 博之 内閣官房長官 

同    竹中 平蔵 内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同    麻生 太郎 総務大臣 

同    谷垣 禎一 財務大臣 

同    中川 昭一 経済産業大臣 

同    福井 俊彦 日本銀行総裁 

同    牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同    奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同    本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同    吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）「基本方針 2004」について 

3．閉会 

（説明資料） 

○経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004（案） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	それでは、ただいまから今年13回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

○「基本方針2004」について

（竹中議員） 本日は「基本方針2004」につきまして、諮問・答申を行います。15分、

20程度で短く終えたいと考えておりますが、よろしくお願いいたします。 

それでは、「基本方針2004」につきまして、総理から諮問をいただきたいと存じ
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平成 16 年第 13 回 議事録 

ます。よろしくお願いします。 

（小泉議長） 本日は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」の作成を諮

問することとしたい。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは、「基本方針2004」（案）につきまして、事務局から御説明をさせてい

ただきます。 

（小平内閣府政策統括官） それでは、お手元の資料に沿いまして、前回の諮問会議

の後、修正等をいたしましたところにつきまして、簡単に御説明を申し上げます。 

３ページまでは変更がございませんので、４ページをお開けいただきたいと思

います。４ページ、下から３番目の項目に構造改革特区がございます。ここの提

案の実現度を高めるために、どういうことをするかということにつきまして、記

述の修正をいたしております。 

それから次の５ページ（３）の「地域の真の自立」でございますが、これは前

回、道州制の審議がございましたので、それを受けまして、一番下の「地方分権

推進のモデル的な取組としてのいわゆる『道州制特区』について」、その後でござ

いますが、「地域からの提案を受け止めつつ、その趣旨を生かす推進体制を整え

る。」というふうにいたしております。 

それから、次の「（三位一体の改革）」でございますけれども、前回の審議を踏

まえまして、この３番目の全体像の中でございますが、「そのため」というところ

でございます。「そのため、税源移譲は概ね３兆円規模を目指す。その前提として、

地方公共団体に対して、国庫補助負担金改革の具体案を取りまとめるよう要請し、

これを踏まえ検討する。」というふうにさせていただいております。 

次に６ページでございますけれども、６ページの２番目の「地方交付税につい

ては」というところで始まっております最後の文でございます。これは追加でご

ざいます。「また、地方団体の効率的な行財政運営を促進するよう、地方交付税の

算定の見直しを検討する。」というふうに追加をさせていただいております。 

あと８ページまでお進みをいただきまして、（３）の「行政改革」、下から２番

目の「縦割り行政を打破し」というところでございます。最後の２行のところで

ございますが、「また、幹部クラスの官民交流について、各府省の業務内容に応じ、

数値目標を掲げて推進することを目指し、このための環境整備に取り組む」とい

うふうに修正をさせていただいております。 

次は12ページにお進みいただきたいと思います。「５．『持続的な安全・安心』

の確立」ということでございますが、（１）の「社会保障制度の総合的改革」の最

初に「（社会保障の一体的見直し）」という見出しにいたしまして、前回、箇条書

きにしておりましたものを文章の中に入れ込むというような再整理をしておりま

す。「社会保障制度全般について、広く有識者の参加も得つつ、一体的な見直しを

開始する。平成16年中に、社会保障制度の国民生活における基本的役割、その持

続可能性、経済や雇用との関係、家族や地域社会の在り方を踏まえ、中期的な観

点からの社会保障給付費の目標、税・保険料の負担や給付の在り方、公的に給付
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すべき範囲の在り方、各制度間の調整の在り方、制度運営の在り方等の課題につ

いての論点整理を行い、重点強化期間内を目途に結論を得る。」というふうにいた

しております。 

それから、13ページの「（介護保険制度改革）」でございますが、３行目「図り

つつ」の後に「制度創設以来の議論を踏まえ、」という文言を追加させていただい

ております。 

13ページの（２）「少子化対策の充実」は、若干の文言の修正がございますけれ

ども、説明は省略をさせていただきます。 

14ページにつきましても、最初の項目の大規模地震対策の後に、「治山治水対策」

を追加しているということ。「（司法制度改革）」も、記述につきまして少し追加を

いたしております。 

お進みをいただきまして17ページ、都市再生でございます。「商業等の機能が集

積する市街地」ということで文言を追加いたしました。あと、「地籍整備」につい

て追加をいたしております。 

次に、18ページを御覧いただきたいと思います。18ページの最初の「（職業教育

の強化）」のところで、「地域の協力も得て」という文言の追加をさせていただい

ております。 

次に、しばらくずっと飛ばしていただきまして、20ページでございます。「（２）

公正取引のためのルールの強化」というところでございますけれども、公共調達

のところにつきまして、「価格だけでなく技術や品質を含めた評価の下で、健全な

競争を促進するため入札・契約の一層の改革・適正化を進めるとともに、」という

文言を追加させていただいております。 

次に、21ページのところでございますが、「（５）科学技術創造立国」、「（７）中

小企業の革新と再生」のところに若干の追加がございます。 

それから、主な点だけ申し上げますと最後のページ、「主要予算の改革」、26ペ

ージをお開けいただきたいと思います。26ページの①の社会保障のところでござ

いますけれども、先ほど申し上げました社会保障の改革記述に対応しまして、２

行目の社会保障関係費の抑制のところ、「伸びの抑制」というように「伸び」を追

加させていただいたということ、あと「公的給付の見直し等」に変えさせていた

だいております。③の公共投資につきましても若干文言の追加をいたしておりま

す。 

最後の27ページでございますけれども、⑩のＯＤＡにつきましては、新しく「Ｏ

ＤＡについては、我が国にふさわしい姿を目指し、諸外国の動向や外交を戦略的

に展開するための適切な水準を見極めつつ、その内容を精査し、効率化を進める。」

というふうにさせていただいております。 

⑨防衛につきましては、前回は入っておりませんでしたけれども、ＯＤＡの記

述を改めましたことによりまして、防衛につきまして新しく記述をいたしており

ます。 

以上でございます。 
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（竹中議員） ありがとうございました。 

答申の前に、特に御発言ございましたら手短にお願いを申し上げます。谷垣大

臣。 

（谷垣議員） こういうふうに難しいおまとめをいただいて心から敬意を表したいと

思います。 

これを私どもも体して、予算編成等これから汗をかいてまいりたいと思います

が、特に、三位一体のところ、こういう案文にしていただきました。「その前提と

して地方公共団体に対して・・・具体案を取りまとめよう要請」云々というくだ

りでございますが、これはなかなか難しい課題も想像されますので、ここのとこ

ろはひとつよろしくお願い申し上げたいと思いますのと、併せて、交付税改革も

またよろしくお願いを申し上げたいと存じます。ありがとうございました。 

（牛尾議員） ここの主語は「財務省」なんですか、「総務省」なんですか。ここのと

ころの主語、主体は。 

（竹中議員） 基本的には、「政府」です。それでは奥田議員。 

（奥田議員） 社会保障の件でございますが、骨太の12ページに書いてございます一

体的な見直しという点でございますが、12ページの上ですが、「広く有識者の参加

も得つつ」と書いてあるんですが、この広く有識者と書いてあるのは、私どもと

しては、経済団体とか連合とかそういうところも入るが、諮問会議もその中には

当然入っていると理解しております。 

それから、規制改革については、４ページにございます「国民生活に密着し、

需要と雇用の拡大にもつながる分野・・・なるべく早期に改革案を取りまとめる。」

と、こういうふうに書かれておりますが、これは内需とか雇用の拡大のために非

常に重要な項目でございますので、なるべく早期にテーマ選定をして、アクショ

ンプランを取りまとめていただきたい、そういう考えでございます。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） ここに書いてあることは、政府の基本方針として正しいと思います。

重要なことは、これを実行していただくということである。ここに書いてあるテ

ーマについては、政府の中に様々な組織がある。雇用といい、観光といい、ＩＴ

といい、科学技術といい、そうした組織が速やかに動いて、所期の目的を達成し

ていただく必要がある。 

例えば雇用で言えば、４府省４大臣の会議というのがありますが、私は、６月

からそうした会議は、この方針を踏まえて動き出していただく必要があるのでは

ないかと思います。科学技術予算についても、総合科学技術会議があるわけです

から、その会議が所期の目的を果たしていただく。予算の配分の見直しというこ

とは引き続き最大の課題だと思います。とにかく実行していただくことが必要だ

と思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 今の中で、地方の中でよく出る話で義務教育、これのところに安易に

答えがいくと、これは非常に問題がある。というのは、この諮問会議が始まりま
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した最初のときに、「そもそも義務教育は」という話をしないと、教育を金の面だ

けで削減するかのようなイメージは甚だマイナスイメージになるということを申

し上げたと思っております。地方からの具体案がまとまりました後、義務教育に

つきましてきちんと、諮問会議で審議するのがいいのかどうかちょっとそこのと

ころはよくわかりませんけれども、そこの点だけは、ぜひ御留意をいただきたい

と存じます。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 小泉構造改革が始まりまして、今回４回目の予算編成に入っていくわ

けでありますけれども、そろそろ予算制度改革について、本格的な検討と実行と

いうことが求められているのではないかという気がいたします。 

１つは、マクロ的な数量的管理、きちんとこれを方針に基づきながら実行に移

していくと。これは社会保障、公共事業関係、その他の部分のところも、きちん

と持続可能性というテーマを旗印にしながら聖域なく見直すということが重要だ

ろうと思います。 

それからもう１つは、質的な管理であります。これは吉川議員もメリハリとい

う形で重点化すべき分野、それでないところのきちんとした仕分けをしていくと

いうこと、これが重要だと思いますし、私は概算要求の在り方についても、もう

少し深堀しながら、その有り様についても検討をする必要性もあるのではないか

という気がいたします。その点で、これまでの概算要求の効果というものが、こ

の過去の３年間でどのような効果を生んだかということの検証も含めて、ぜひ次

回以降、民間議員がこの点についても、ペーパー等にまとめて問題提起をさせて

いただきたいという具合に思っています。 

それから、モデル事業・政策群、これはメリハリの１つの手法でありますけれ

ども、これについても具体的な施策、実例というものも検討する必要性があるの

ではないかと思いますので、いずれにしましても、基本方針の決定というのはス

タートであって、決して終わりではないということを自覚する必要性があろうか

と思います。 

以上です。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。 

今の中で４大臣会合を早くから、これは我々でできることはしっかり心がけてや

らせていただきます。教育そもそも論、これは河村大臣からも要望が出ておりま

して、大臣とも相談しながら、また総理、官房長官とも御相談しながら進め方を

考えたいと存じます。その他の点につきましては、留意をしながら、引き続きし

っかり進めていくということだろうかと思います。 

それと、しっかりとＰＲするということが重要だと思います。とりあえず、こ

ういうＡ３の用紙をつくっておりますけれども、今回、やはり今までにはできな

かったこと、かなり前進していることが多くあると思いますので、その辺はしっ

かりとＰＲをしていきたいというふうに思います。 

それでは、先ほど御説明をいたしました「経済財政運営と構造改革に関する基
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本方針2004」（案）を、経済財政諮問会議の答申とすることとしてよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） ありがとうございました。 

では、ここでプレスが入場いたしますので、お待ちいただきたいと思います。 

（プレス入場） 

（竹中議員）  それでは、先ほど総理に「基本方針２００４」が答申されましたので、

総理からごあいさつをお願い申し上げます。 

（小泉議長） 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００４」を答申してい

ただきまして誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。 

早急に閣議決定し、今後の経済財政運営及び構造改革に関する政府の基本方針

といたします。 

我が国は今、長期停滞を脱し、新たな飛躍の段階を迎えつつあります。小泉内

閣の下での構造改革の進展に伴い、バブル崩壊後日本経済を下押ししてきた重し

が除去されつつあり、明るい兆しが出始めております。 

今後、デフレからの脱却を確実なものとし、新たな成長に向けた基盤強化を図

るべく、平成17年度及び平成18年度を「重点強化期間」と位置付け、郵政民営化、

大胆な規制改革、三位一体の改革、社会保障制度の総合的な改革等に邁進するこ

とが重要であります。 

目前の課題である経済活性化に重点的に取り組むとともに、21世紀における日

本経済の飛躍のための基盤を確立するため、「基本方針2004」に沿って、国民の理

解と協力を求めつつ、今後とも構造改革を進めてまいります。よろしくお願いい

たします。 

(プレス退場） 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

本方針につきましては、４日、明日に閣議決定を行う予定でございます。 

以上をもちまして、本日の諮問会議を終了させていただきます。どうもありが

とうございました。 

（以 上） 
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